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2016年 8･9月号 

「子どもたちに伝えたいことは、手を伸ばして何かをつかんでほしい

ということです。その何かが音楽であったり、スポーツであったり。そ

してもし、その手に絵本をつかむことになったら、素敵です。絵本は開

くと、もうその瞬間から絵本の世界に飛び込むことができます。更にそ

の絵本を読んだあの日の思い出まで浮かび上がらせてくれます。それが

大人になった日にもあざやかに浮かび上がってくるのですから。」 

【↑編みだされた愛らしい動物たち】  

【「編んでるシアター館」in福島】  

にゃんこ隊長が行く！ 

 「編んでるシアター館」は、緑に囲まれた自然豊かな福島市佐原地区

で、毛糸で編んだ手作りの編みぐるみを使って、絵本の読み聞かせ活動を

しています。毎月第2、第3土曜日の午

後1時から3時まで入場無料で開館して

おり、読み聞かせで使用する絵本や作品に登場する編みぐるみを手に遊んだ

りすることもできます。館長の「編んでるおばさん」こと小林秀子さんの読

み聞かせは、優しい笑顔と穏やかな語り口調から、子どもから大人まで幅広

い年代の聞き手を魅了させてくれま

す。また耳心地の良い朗読から、まる

で絵本の世界から飛び出してきたかの

ような愛らしい編みぐるみを使って繰

り広げられる上演は、見た瞬間に心を

つかまれ、聞き手を作品の世界に引き込みます。 

「編んでるシアター館」を埼玉から昨年福島へ移設しての今後の活動に

ついて小林さんは、「読み手も編み手も一人でやっていたからこそ、

フットワークも軽く被災地を訪問することができた。でも、これからは

民話や昔話がしっかりと根付いている福島で絵本の暖かい文化を皆さん

とともに伝えていきたい。新しい作家さんの作品もここ福島から編んで

る発信したい」と話します。 

編んでるシアター館 

【ふくサポで偶数月の第１土曜日に  

【「編んでるシアター館」の小林秀子さん】 

最後に小林さんから福島の子ども達へのメッセージ 

 読み聞かせ活動を通じて、「絵本はこんなにも素晴らしいものなんだと改

めて思う」と小林さんは言います。また、東日本大震災の被災地訪問でいわ

ゆる心の荒れた状態の子ども達がお話の中に入り込めたのは、幼い頃から家

族との読み合う大切さが育まれていたからだと実感したと語ります。 

 

 

《お問合せ》 

TEL/FAX:024-563-5895 

住所:福島市佐原字田中内80 

 

 

 行われている読み聞かせの様子】  
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 ふくサポ自主事業 第１回 「まちづくりトークカフェ」 
7/9 「私とストレス～上手なストレスとの付き合い方」開催 

会場：福島市市民活動サポートセンター 会議室 

講師：本間 真 氏（社会福祉法人 福島いのちの電話 研修委員長） 

 ストレス社会と言われる現代ですが、ストレスは私たちの心身に

どんな影響を与えるのか？ストレスチェックリストなどの資料を用

い、自分とストレスの関係やその対処法について学びました。アン

ケート結果では、「説明が丁寧でわかり易かった」「エゴグラムで

自分を知る事が出来た」「ストレス対処法をもっと知りたくなっ

た」「このようなメンタルヘルスの講座をもっと開いてほしい」な

ど好評でした。 

皆さんもどのくらいストレスを抱えているのか、簡単ストレス度

チェックリストで確認してみましょう！ 

 
０～５  ：正常  
６～１０ ：軽度ストレス（要休養） 
１１～２０：中等度ストレス（要相談） 
２１～３０：重度ストレス（要受診） 

【桂載作 1980】 

YES 

1 頭がすっきりしていない（頭が重い）  

2 眼が疲れる （以前と比べると疲れることが多い）  

3 ときどき鼻づまりすることがある  

4 めまいが感じる時がある （以前はまったくなかった）  

5 時々立ちくらみしそうになる （一瞬、くらっとする）  

6 耳鳴りすることがある （以前はなかった）  

7 しばしば口内炎ができる （以前と比べてできやすくなった）  

8 のどが痛くなることが多い (ひりひりすることがある）  

9 舌が白くなっていることが多い （以前は正常だった）  

10 今まで好きだったものをそう食べたいと思わなくなった （食物の好みが変わってきている）  

11 食物が胃にもたれるような気がする （なんとなく胃の具合がおかしい）  

12 お腹がはったり、傷んだりする （下痢と便秘を交互に繰り返したりする）  

13 肩がこる （頭が重い）  

14 背中や腰が痛くなることがある (以前はあまりなかった）  

15 なかなか疲れが取れない （以前と比べると疲れやすくなった）  

16 このごろ体重が減った （食欲がなくなる場合がある）  

17 何かするとすぐ疲れる （以前と比べると疲れやすくなった）  

18 朝、気持ちよく起きられないことがある （前日の疲れが残っているような気がする）  

19 仕事に対してやる気がでない （集中力もなくなってきた）  

20 寝つきが悪い （なかなか眠れない）  

21 夢をみることが多い （以前はそうでもなかった）  

22 夜中の１時、２時頃目がさめてしまう (その後寝付けないことがある）  

23 急に息苦しくなることがある （空気が足りないような感じがする）  

24 時々 動悸をうつことがある （以前はなかった）  

25 胸が痛くなることがある （ぎゅっと締め付けられるような感じがする）  

26 よく風邪をひく （しかも治りにくい）  

27 ちょっとしたことで腹が立つ （イライラすることが多い）  

28 手足が冷たいことが多い （以前はあまりなかった）  

29 手のひらや脇の下に汗のでることが多い （汗をかきやすくなった）  

30 人と会うのがおっくうになっている （以前はそうでもなかった）  

次の質問に関してあなたが日常感じているものに○をつけてください。 

 ふむふむ・・・ 

採点 評定 

 皆さんの結果は 

 どーでしたか？ 
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福島市市民活動サポートセンター ９月１０月の市民活動講座です 

 福島市市民活動サポートセンター「ふくサポ」で9月10月に開催する市民活動講座です。 

普段なかなか聞くことのできない講師の方々のお話を是非ナマで聞いてみませんか？    

あなたのこれからの市民活動にきっと役立つことでしょう。だだいま参加者を募集中です！ 

やる気スイッチ活用セミナー 
 9/21
水 

ＮＰＯマネジメント講座 

助成金申請のコツ 

 助成金申請の上手な団体は、申請書の書き方では

なく、助成金申請の考え方をしっています。    

では、考え方にはどんな違いがあるのでしょうか？

選定する側の目線を意識し、助成金の上手な活用法

と申請のコツを考えましょう。 

~リアルな助成金活用とは？～ 

 9/24
土 

ＮＰＯマネジメント講座 

「やる気がおきない」「スタッフが定着しない」な

どマネジメントする側の悩みは様々。誰にでも存在

するやる気のツボを使った人材マネジメント活用術

を講義します。きっと明日からのやる気が違うは

ず... 

広報講座 

「資金開拓って難しい！」と感じたことはありませ

んか？難しく考えれば考えるほど資金を得ることは

大変なはず。活動を楽しまなくては団体の素晴らし

さも伝わりません。基本的な考え方や、ツールを実

例を交えながら学びます。楽しみながらファンドレ

イジングのコツを一緒に考えませんか？ 

 10/14
金 

市民活動ステップアップ講座 

税務・会計 初級講座  10/20
木 

ＮＰＯマネジメント講座 

ファンドレイジング 

 税務や会計に苦手意識を持つ方は少なくないので

はないでしょうか？しかし、活動をする上で大きな

知識であることも事実です。そこで、初心者でもわ

かりやすく学ぶための講座を開催します。税務・会

計の基礎を専門家から学びましょう。ＮＰＯ会計の

最新事情もご紹介します。 

~苦手意識克服！ 税務・会計～ (資金開拓)基本講座 

 
ＮＰＯマネジメント講座 

~初心者でもわかる、伝わりやすい広報のコツ～ 

「伝えたいことは頭の中にあるのに、うまく伝わ

らない。」そんなじれったい思いを感じたことは

ありませんか？伝わりづらいことこそ、本当に大

切であることもあります。ＣＭや広報制作などで

ご活躍の専門家が、広報のコツや秘訣を実践を交

えながら伝授します。 

10/27
木 

時間は税務・会計初級講座は13:30～16:30     

他の講座はいづれも13:30～15:30 までになります。   
事前申し込みが必要ですので、お申込みは「ふくサ

ポ」まで！                      

講座内容の詳細なチラシはふくサポにあります。 

または、ＨＰでもご確認いただけます。 

【TEL】 024-526-4533            

【FAX】  024-526-4560            

【HP】http//www.f-ssc.jp  

いざ、いいざか 
歴史薫る温泉郷を満喫！！  

 飯坂温泉街歩きガイドと巡る、飯坂の「食」「歴

史」「温泉」を満喫するツアーです。飯坂の新たな

魅力を発見してみませんか？          

温泉入浴後には交流会もあります。(自由参加) 

 9/10
土 工場っておもしろい！！ 

~見て、聞いて、知る 食と健康～ 

 福島には素晴らしい企業がたくさんあり

ます。福島の魅力発見！ヤクルト工場を見

学しながら、楽しく食と健康をまなびま

しょう！ 

 9/17
土 

ふくサポ自主講座 まちづくりトークカフェ 

★ 集合／福島駅  解散／飯坂温泉駅 

★ 時間／13:15～17:00   

★ 参加費／1,000円（交通費、入場料、お茶代等含む） 

     ＊交流会は別途2,000円 

★ 集合／解散 (株)ヤクルト本社 福島工場 

★ 時間／10:00～11:30   

★ 参加費／500円 

      

場所は全てふくサポになります。 
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 最近、ファンドレイジングという言葉をよく聞きます。 

ファンドレイジングって何でしょう？「お金集め？」「資金の調達？」 

でも、「資金の調達」ってどうやってするのでしょう。 

 

資金の調達にはこんな方法があります。 

 ●寄付→街頭募金、イベントの募金、インターネットを活用した募金 

 ●補助金・助成金        ●委託事業 

 ●自主事業           ●融資                 

などがあります。 

 

 しかし、どんな方法を選択しても、一番大切なのは活動を上手に周囲に伝え、共感してもらう 

ことです。共感してもらわなくては、応援はしてもらえませんから・・・・。 

お金を集める（共感を得る）仕掛けづくりをする人をファンドレイザーとよび、皆さんの団体にも 

存在すると思います。 

また、ファンドレイザーの資格もあります。資格を 

取って、活用するのも大切な方法ですね。 

今回、ファンドレイジングを勉強するための 

講座とファンドレーザーの資格研修の講座を 

ご紹介します。 
 

   

 

東北での開催はめず

らしい研修です。こ

の機会に活用されて

はどうでしょう！ 

    准認定ファンドレイザー必修研修                                 

 

 日時：１０月１５日（土）                  

    １０：００～１７：００                      

 場所：スタンダード会議室仙台一番町          

                ６階Ａ会議室          

 会費：日本ファンドレイジング協会会員                                    

           １０，８００円               

    非会員    １６，２００円 

 お問合せ：ＮＰＯ法人日本ファンドレイジング協会 

      ＴＥＬ ０３－６８０９－２５９０       

   助成金申請のコツ  

   ～リアルな助成金活用とは？～ 

日程：９月２１日（水） 

  ファンドレイジング基本講座            

  ～難しく考えない！ファンドレイジングとは？～ 

日程：１０月２０日（木） 

※いずれも時間：１３：３０～１５：３０ 

場所：福島市市民活動サポートセンター 

参加費 ：無料 

お問合せ：福島市市民活動サポートセンター 

     ＴＥＬ ０２４－５２６－４５３３ 
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ふくサポ オリジナルレシピ「あらかわ鍋」のご紹介 

 味は味噌ベースに牛乳を加えたまろやかなもの

です。ポイントは、大根おろしを雪山にみたて、

荒川にある古くに造られた先人の知恵である霞堤

をちくわで、ピンクのナルトは。荒川に浮かぶ桜

を表現してたところです。 

材料などは、お好みに合わせてお作りください。 

あらかわ鍋 

 昨年、「ふくサポ」と「ふるさとの川・荒川づくり協議会」さんとの

協同企画で開催した「まちづくりトークカフェ」で誕生した『あらかわ

鍋』。大好評につき鍋のシーズンに先駆けて、レシピをご紹介します。 

鶏だんご ８個 

鮭の切身 ４切れ 

大根（くし切） ２分の１／本 

白菜 半分／個 

人参 １本 

生椎茸 ８個 

えのきだけ 半分／袋 

まいたけ 半分／袋 

ごぼう 細め１本 

みず菜 １束 

牛乳 ８００ｍｌ 

だし粉末 大匙１くらい 

水 ４００ｍｌくらい 

味噌 大匙８くらい 

七味唐辛子 お好みで 

＜造形用＞   

大根おろし １本分 

ちくわ ４本 

桃色なると 半分／本 

材料（４人分） 切り方 

市販品で構いません 

１切を半分に 

小さめのクシ切 

１０㎝幅に 

小さめのクシ切 

半分に 

４㎝幅に 

手で裂いておく 

笹がきに 

４㎝幅に 

  

  

  

  

  

  

ゆっくりと、細かいおろしにする 

縦半分に 

８㎜幅輪切りを５枚→４等分 

残りは、５㎜輪切りに 

 

⇒吾妻山の部分になります 

⇒霞堤の部分になります 

⇒荒川に浮く桜の花びらになりま

「まちの駅」とは、地域住民や来訪者が求める情報を提供する機能を備え、人と人の出会いと交流

を促進する空間施設です。また、まちづくりの拠点となり、まちとまちをつなぐ役割を持つもので

す。人と人をつなぐ場であるということから、ヒューマンステーションと呼ぶことができます。 

 

まちの駅みーつけた！！  

信夫山ガイドセンター 
 第１回目は信夫山ガイドセンターにおじゃましました。信夫山ガイド

センターは今年4月にオープンし、来場者数は間もなく6,000人を達しよ

うとしています。センターは市街地が見

渡せる素晴らしい立地にあり、１階が、

福島市や信夫山の歴史と、景観に関する

資料の展示スペースで、２階が展望スペース、それに続く屋上からな

り、信夫山の新しい拠点となっています。一番の売りは、なんといって

も,そこから見渡せるパノラマです。四季

折々の素晴らしい景色が楽しめます。この

景色は一見の価値ありですよ！  

 

季節により、関連スポットでイベントなども行われていますので、

ちょっと足を延ばし、信夫山ガイドセンターまでいらしてみてはいか

がでしょうか。 

【センターの外観】 

【ガイドセンターからの景色】 

【センター内の展望スペース】 

信夫山ガイドセンター  ＜お問合せ＞ ＴＥＬ：024-572-6042 

 

～Ｐａｒｔ①～ 

運営：ＮＰＯ法人 ストリートふくしま 
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ふくサポ通信 

イベント情報 

  201６. 9–10月分 

イベント情報！ 
 ９月１０月もイベントが盛りだくさん！ 

 詳細は主催者へお問い合わせください。 

 
   

■主催／福島れんげの会      ■問合せ／TEL 024-563-7121 (渡辺) 

■場所／ＡＯＺ 小活動室１  

■時間／19:00～20:45  

■入場料／無料 

    9/27  
火 

10/9  
日 

小・中・高校生たちの            
グリーフサポート勉強会            

ＤＶＤ上映会          
グリーフを抱えた子どもたちが健やかに日常生活を営め
るようになることを願って、上映会を開催いたします。 

シンポジウム          
「若者が生き抜くために」            

若者の自殺予防啓発とグリーフケアへの理解を深めるた
めにシンポジウムを開催いたします。 

■場所／こむこむ わいわいホール  

■時間／13:00～16:45、  

■入場料／無料 

渡辺えりの戯曲「月の上の夜」を上演。上演前に、17日は

梁川交響吹奏楽団による演奏、18日には福島市民劇団カ

ス・カダールの舞台が見られます。 

■場所／こむこむ わいわいホール 

■時間／17日ー18:00～20:30、18日ー13:00～15:30  

■入場料／大人 2,500円、学生 2,000円 

■主催／はじまりの音 

■問合せ／TEL 090-5358-9679 (洞口) 

はじまりの音 演劇祭 

■会場／とうほう・みんなの文化センター 小ホール 

■時間／14:00～17:00 ・  18:00～20:00  

■料金／映画－1,000円，講演会ー無料 

■主催／認知症の人と家族の会 

■問合せ／TEL 024-521-4664 (福島県支部事務局） 

 
 

   9/17土

9/18日 
9/17
土 

毎日がアルツハイマー            
関口 祐加監督    

講演会＆映画上映会          
世界アルツハイマー月間を記念し、認知症についての講

演会＆上映会を開催します。関口監督の実体験から、楽

しく、ためになるお話が聞くことができます。 

     9/18日

9/19月 
『秋のバザー』 

第63回 
ＮＰＯ法人生きる恒例 

オリジナル手工芸や書籍、衣類、日用品を格安で販売いた
します。当日は小雨決行となります。             
開催期間中にお手伝いいただける方を募集しています。下
記までご連絡ください。 

■会場／福島市新浜公園 

■時間／18日ー11:00～15:00  19日ー10:30～13:30 

■入場料／無料 

■主催／ＮＰＯ法人 生きる 

■問合せ／TEL 024-523-3853  

 9/18
日 

福島中央子ども劇場 
低学年部第130回例会 

はぐれ峠のわらい鬼 
わらい鬼は、淋しくても怖くても、怒っていても笑うこと
しかできません。辛くて、淋しくてたまらないのに、本当
の気持ちを誰とも分かち合えないから笑うのです・・・ 

■会場／とうほう・みんなの文化センター 

■時間／14:00～15:00   

■料金／会員制（入会金200円、月会費1,000円） 

■主催／福島中央子ども劇場 

■問合せ／TEL 024-533-7323 (小野） 

 
   9/25
日 

福島南・西子ども劇場 
低学年部第126回例会 

いつもとなりに 

オペラ歌手と道化師のユニット「青い卵」。歌とパフォーマ

ンスでつむぎだす青いたまごのセリフのないものがりです。 

■会場／吾妻学習センター分館 

■時間／14:00～15:00   

■料金／会員制（入会金200円、月会費1,000円） 

■主催／福島南・西子ども劇場 

■問合せ／TEL 024-558-0066 (松井） 

 

9/29木

9/30金 

ミュージカルコメディー 

死 神 
落語の「死神」がミュージカルに！ 左 とん平さん演じるさ
えない葬儀屋のもとに、カワイイ死神がやってきて、「人助
けでお金儲けできる」と甘い話をもちかけるが・・・ 

■会場／とうほう・みんなの文化センター・大ホール 

■時間／28日ー18:30～  29日ー13:30～   

■料金／会員制（入会金1,000円、月会費一般2,400円） 

■主催／福島演劇鑑賞会 

■問合せ／TEL 024-523-3836  
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福島市内のそば店が、各店おすすめの手打ちの新そ

ばを販売します。 

 

   

  

  

 

第１５回バザー        

手工芸品（エコクラフト製品、ニードル製品等）、

日用品、手づくりの食べ物などを販売します。 

  10/1  
土 

■会場／共同作業所 クリエイティブファクトリー 

■時間／11:00～14:00   

■入場料／無料 

■主催／ＮＰＯ法人 えいど福島 

■問合せ／TEL 024-592-1171 (髙野） 

新そば祭り2016 

■会場／ふくしま屋台村「こらんしょ横丁」内 

■時間／1日ー15:00～21:00・2日ー10:00～15:00   

■入場料／前売りー1,600円・当日ー1,800円 

■主催／ふくしま蕎麦祭り実行委員会 

■問合せ／TEL 024-554-5831  

10/1土

10/2日 

10/10  
月 

エフ・スポーツ      
リレーマラソン        

42.195ｋｍをリレー方式で走るイベントです。
チームで参加して良いタイムを目指すもＯＫ！個人
で楽しく走るもＯＫ！ 賞品もあります。 

■会場／信夫ケ丘陸上競技場 

■時間／9:00～14:00   

■参加費／700円 

■主催／ＮＰＯ法人 エフ・スポーツ 

■問合せ／TEL 024-521-6631 (相澤） 

福島県スポレクアカデミー      
2016 

スポーツの楽しさを伝え、体力や運動能力の維持・
向上、健康寿命の延伸を目指す、日本で初めて開催
する指導者養成講習会です。 

■会場／吉井田学習センター、飯坂学習センター 

■時間／9:30～16:30   

■受講料／10,000円（各回 1,000円） 

■主催／福島県レクリエーション協会 

■問合せ／TEL 024-544-1886  

【全10回】 

10/10～

12/18 

10/18  
火 

食生活が人生を変える      

自然食、自然療法研究家の東城 百合子氏を講師に
招き、生きるためになくてはならない「食」につい
て考える。 

■会場／福島テルサ ＦＴホール 

■時間／13:00～15:00   

■入場料／無料 （託児ありー申込み制） 

■主催／福島自然に学ぶ会 

■問合せ／TEL 090-7669-5278 (白岩） 

10/21  
金 

子ども劇場 高学年部例会 

「らくだ」 
演目は落語で有名な「らくだ」。今は亡き勘三郎が
演じて話題になった名作を大胆にアレンジした二人
芝居の笑劇ステージ。 

■会場／とうほう・みんなの文化センター（2Ｆ会議室） 

■時間／19:00～20:15 

■入場料／会員制（入会金200円、月会費1,000円） 
■主催／福島市子ども劇場連絡会 

■問合せ／TEL 024-558-0066 (川村） 

ふくしま学遊塾10月
こけし学入門「飯坂に生まれた二つのこ
けし」で、２系統の相違点と類似点を学
びます。 

■会場／清水学習センター本館 

■時間／13:30～15:30   

■料金／無料 

■主催／福島県生涯学習インストラクター 

           コーディネーターの会 

■問合せ／TEL 024-557-8146 (齋藤） 

 

10/22  

土 

10/29  

土 

29日は、文学講演「若山牧水と古関裕
而」の2部構成で、牧水と古関の魅力を存
分に味わいましょう。 

 

 

女性の「働くチカラ」発見セミナー      

10/23  

日 

10/26  

水 

求められる人材になるには     

仕事と家庭の両立のしかた 

働きたいけど・・・と悩んでいる方必見！ 

家庭も、仕事も！理想を叶えるために！ 

■会場／ＭＡＸ福島４Ｆ ＡＯＺ 

■時間／13:00～14:30   

■参加費／無料  【 申込締切：10月20日（木）】 

■主催／ＮＰＯ法人福島就労支援センター 

■問合せ／TEL 090-5439-3083 (小野）  

今号はイベント情報がたくさん寄せられています。Ｓｍｉｌｅ Ｃａｆｅでご紹介できなかったイベントは

ホームページでもご紹介しています。                             http://www.f-ssc.jp  



ふくサポ通信2016年8・9月号 vol.68 

ふくサポ通信2016年8・9 月号 vol.68 

福島市市民活動サポートセンター「ふくサポ通信」2016年8.9月号 vol.68 

発行日／2016年 8月31日  編集／認定特定非営利活動法人ふくしまNPOネットワークセンター 

発行／福島市市民活動サポートセンター 〒960-8041 福島市大町4-15 チェンバおおまち3階 

TEL 024-526-4533 FAX 024-526-4560 URL http://www.f-ssc.jp  MAIL f-ssc@bz01.plala.or.jp 

編集後記 

 去る7月25日(月)～29日(金)の5日間にわたり、福島成蹊中学の3名の生徒が

当サポートセンターにおいて職場体験を実施しました。期間中、3名の生徒

は福島市内のＮＰＯ団体を訪れ、各ＮＰＯの活動を取材したり、センター内

での業務を体験したりと学校では学べない「授業」に興味津々でした。最終

日には5日間の成果として、体験活動を壁新聞にまとめ、ＮＰＯについて理

解を深めたようでした。3名から体験を通しての感想をいただきました。 

 6月26日(日)福島市市民活動サポートセンターにおいて「住友商事 東日本再生ユースチャレンジ・プロ

グラム インターン奨励プログラム2016」 インターン入校式が行われました。これは、被災地の若者の人

材育成を目的に若者が9カ月間インターン活動を行うもので、今年度も3県合同で行われました。今年度

は、福島県では3団体が4名を受入れ、7月から活動をスタートしました。  

＊詳細はふくサポホームページでご覧ください。     http://www.f-ssc.jp  

 福島成蹊中学校 職場体験実施報告 

 

住友商事 東日本再生ユースチャレンジ・プログラム 
インターンシップ奨励プログラム2016開始！ 

ふくサポは、将来、福島を牽引していく若者を  

応援しています。 

 ５日間学校とは違う体験ができたことは自分自身の成長の大きな材料となったと思います。NPOの皆さんにイ

ンタビューさせて頂き、初めてこんなにも何かに対して思いを持って行動している皆さんに会えて、人として

「カッコいい」と尊敬の念を覚えました。私たちのために取材させて頂いたNPOの皆さん、この場所に行かせて

くれた学校の先生、そしてなによりもこの職場体験のプログラムを作成して下さったふくしまNPOネットワーク

センターの皆さんに厚く御礼申し上げます。     NPO 行って分かった 夏休み     佐々木 瞭 

 今回、私たちは職場体験という事で五日間体験させてもらいました。

実際に職場で接客などをして緊張しましたが、働くことは大変だけどや

りがいがあって学校生活では学べないことを学べて良かったです。                             

 私の中で印象的だったことは、取材させて頂いたどの団体さんも最終

的に目指してることが「誰かのためになりたい」と、統一されていたこ

とです。５日間ありがとうございました。       半澤 幸奈 

鈴木 恒大 

【ＮＰＯ団体での体験の様子】 

【壁新聞とともに！】 

ファイト！ 

・「暑～い」の我慢ももうしばらく！夜にはスズムシが鳴きはじめ。さーて何を頑張ろうかな？ (ふかちゃん） 

・「何もしなかったー」と嘆いた夏の終わり（マータン） 

・日々の暑さにグッタリ・・・早く涼しくなるといいなと想う今日・・・（みー） 

・炎昼や 五輪で夜も 熱中夜（や）（タカ）


